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ダイヤルインを導入
総務部（代表）
　ＴＥＬ（086）424-2111
中小企業相談所
　ＴＥＬ（086）476-1005

　「君がか！」「どんな手を使った？」――。香川大学を卒
業し、４次まで入社試験があった松下電器産業㈱の内定を
伝えたとき、大学の先生や祖父に驚かれました。基本的に
勉強していなかったので、無理もありません。最終面接で
重役を笑わせたのが、良かったのでしょうか。
　志望動機は「経営の神様」に学ぶためでした。当時、故
松下幸之助さんは相談役。「君、どう思う？」が口ぐせで、
他人の意見をよく聞き、懐の深い方でした。自分が社長に
なってから、その姿勢を肝に銘じています。
　４年間、営業の仕事をしていましたが、大企業の枠を飛
び出そうと、ふるさとに帰り、跡を継ぐ決心をしました。

ＪＣ時代のペンネーム ｢ジョージ｣
　大学時代、「オサムとフータロー」というフォークデュ
オで音楽活動をしていました。ミュージシャンの登竜門
だったヤマハポピュラーソングコンテストの四国大会で
２回優勝し、関西決勝大会では特別賞をもらいました。優
勝したのは、『あなた』で有名になる小坂明子さんでした。
　会社の人たちと「サンド＆バギー」というバンドを結成
し、第13回KCMおやじバンドコンテストで優勝しました。
息子がプロのアーチストになりましたが、高校３年の夏、
「音楽の道で勝負したい」と相談を受けたとき、正直嬉し
かったのを覚えています。

　「犬のように生き、神のようにありたい」がモットーで
す。欲望を満たすためにエネルギッシュに生きるだけでな
く、役に立っているかを考え、相手目線を持ち、バランス
のいい人間になるための表現です。
　そして、人生はうまくいかないのが当たり前と思ってい
ます。そのことで、同じことをしても全てが挑戦に感じら
れ、ポジティブに生きることができます。
　「ジョージ」を名乗っていますが、これは倉敷ＪＣ時代
の会報コラムのペンネームです。ジョージ・ワシントン、
ジョージ・ブッシュのように響きが良かったから採用した
もので、漢字二文字のよみがなではありません。

　「倉敷いい友」３回目は、クラブン㈱代表取締役の伊澤正信副会頭。中学、高校時代は"ちゃんとしたヤンチャ"で、
「恥ずべき青春時代」を経て、今は倉敷を代表する経営者の一人になっています。

先生驚かせた松下内定
ヤマハポプコン特別賞倉敷
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入社１年目の伊澤副会頭、体重は52㌔だった
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賃金引上げ枠と創業枠は補助上限引き上げ
持続化補助金でコロナに対応 Ⅲ

　「小規模事業者持続化補助金」の相談件数は、一時期より減少はしたものの依然、高水準で推移していま
す。この補助金は販路開拓への支援を主な目的とし、設備投資にも補助が受けられます。補助上限も最初は
50万円でしたが、今年３月29日の応募開始分から、創業枠と賃金引上げ枠は200万円にアップ。令和２年11月号、
令和３年９月号に続き、当所中小企業相談所の支援を受けた活用事例を紹介します。

　（取材・文／藤井 麻住、大田 紘之、岡本 育也）

　㈲カレーハウス神戸屋（倉敷市阿知二丁目、河野勝
洋代表取締役）は、真空包装機とラベルプリンターを
導入し、食材の廃棄ロスとテイクアウト強化による売り
上げ向上を図っています。
　食材下処理の手間はかかるものの、真空包装機の専
用袋詰めにより鮮度が保たれ、長期保存が可能になり、
廃棄ロスにつながっています。真空包装と冷凍保存で、
新しいメニューも開発しています。
　ライフスタイルの変化もあって、テイクアウトの売り
上げは、コロナ以前より約３倍に増加しています。
　河野代表取締役は「落ち着いたレトロな空間の当店
にお越しいただくとともに、テイクアウトで昔ながらの
カレー専門店の味を味わっていただきたい」と話して
います。

　導光板の加工及び販売を行うエスブライト㈱（倉敷市
連島中央、宮田泰明代表取締役）は、小型UV印刷機
を導入して内製化を進め、利益率向上につなげました。
　以前まではレーザー加工機器しかなく、印刷式の導

光板はすべて外注任せとなり原価率が悪化。受注から
試作品製作、納品までの長期化も招き、顧客との信頼
関係に響くリスクも抱えていました。
　新設備導入後は、A３サイズまでの大判加工も可能
になり、内製化により原価率は改善、納期短縮も実現
できました。従来機器は導光板カットに主に使用し、
能率も向上しています。
　商品サンプルの幅も広がり、ホームページ上で効果
的なPRに役立っています。宮田代表取締役は「展示会
にも参加し、県内取引先も増やしたい」と話しています。

　わたなべ接骨院+LABO（倉敷市川入、渡辺剛代表）
は、EMS（電気的筋刺激装置）を導入して手技と組み
合わせた新サービスの提供で、売り上げの向上につな
げました。
　体幹の衰えで生じる痛みに対し、手技による治療に
は限界がありました。EMSは手技で対応しにくい深層
筋を的確に刺激。無理のない効率的な体幹強化を可能
にしました。
　特に産前産後や、育児で多忙な体調不調を抱える母親
らに好評で、口コミにより客数は上向き傾向にあります。
　手技とEMSの新メニューセットは、重点ケアやト
レーニング希望者の要望もカバーし、リピーター数アッ

集
特

テイクアウトは３倍に増加
㈲カレーハウス神戸屋

柔軟対応で利益と納期改善
エスブライト㈱

電気的刺激で深層筋にまで
わたなべ接骨院+LABO

容器を手にする河野代表取締役

受注拡大に意欲を見せる宮田代表取締役



　
　販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」
は、近く９回目の募集が始まる予定で、補助上限額が
当初より引き上げられる見通しです。
　補助上限額は、令和元年３月のスタート時は50万円
でしたが、令和４年３月29日～６月３日募集の第８回
は特別枠が創設され、最高200万円となりました。

　特別枠の上限は賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援
枠、創業枠が200万円、インボイス枠が100万円です。
通常枠の上限は50万円。補助率は原則３分の２ですが、
赤字事業者の賃金引上げ枠は４分の３です。
　補助対象はチラシ作成、広告掲載、店舗改装、設備
投資など。
　第９回締め切りは９月中旬の予定で、詳細は６月下
旬発表の見込み。
　問い合わせは倉敷商工会議所中小企業相談所（☎
086-476-1005）へ。

近く9回目の募集がスタート
前回は特別枠で最高200万円
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プにも貢献しています。
　渡辺代表は「多くのママたちが無理なく楽しく育児が
出来るように、更にPRしていきたい」と話しています。

　絵画教室を運営するアトリエ・トノープ（倉敷市笹
沖、成田倶子代表）は、教室の改装により利用可能ス
ペースを増やし、稼働率向上につなげました。

　コロナ前から検討していた改装が今回の持続化補助
金で対象となることを知り、申請に踏み切りました。収
納棚や机、コンセントの設置で、スペースが拡大。デジ
タル化にも対応し、顧客の囲い込みにもつながりました
が、上達のしやすさから、２回に１回はアナログで実習

しています。
　「教材が無い」「固定された講座日時が無い」「先生
が無い」の「三つの無い」をセールスポイントとし、初心
者が通いやすくなっています。
　成田代表は「アナログ・デジタルの絵画に興味がある
方は、ぜひお越しください」と話しています。

　看板製作設置業を営む㈲倉敷工芸社（倉敷市新田、
中桐贊太郎代表取締役）は、エンジン溶接機を追加
導入し、受注数の増加や外注費の削減に繋げました。
　エンジン溶接機は電源の無い屋外での溶接作業が
可能となるだけでなく、電動工具や夜間作業の照明等、
発電機としても利用できます。
　追加導入後、以前まで使っていた溶接機の故障によ
り１台での運用に逆戻り。しかし、新しい機械は軽量
化や作業速度が上がっており、以前より受け入れ体制
が強化されました。
　事務全般を取り仕切っている中桐紀代美氏は「職人
による木製看板への手書きやデザインのお任せも対応
していますので、看板の製作設置などお気軽に何でも
ご相談ください」と話しています。

軽量化し作業効率もアップ
㈲倉敷工芸社

改装でデジタル化にも対応
アトリエ・トノープ

新サービスの提供を始めた渡辺代表

導入したエンジン溶接機と職人

新設の机の前に立つ成田代表



　日本商工会議所のリテールマーケティング（販売士）検定は、流通・小売業の即戦力となる人材を育成し、
能力を証明できます。現在は全てネット試験に移行しており、マーケティング知識を活かした販売促進、売
り場づくりや接客技術、在庫管理などの能力を判定します。
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流通・小売業の即戦力育成を

　倉敷市と市内５商工団体との懇談会が5月19日（木）、
倉敷商工会館で開催されました。市内の商工会議所・
商工会のトップが一堂に会し、同市の商工・観光関連
事業や各団体の取り組みについて、伊東香織市長と懇
談するのは今回が初めて。
　同懇談会には、商工団体から井上峰一当所会頭、大
島康弘児島商工会議所会頭、守永一彦玉島商工会議所
会頭、林作治つくぼ商工会会長、中山正明真備船穂商
工会会長らが出席しました。
　伊東市長が令和４年度同市当初予算商工・観光関連
事業の概要について説明した後、各会頭・会長がそれ
ぞれの取り組みや地域の動向を発表。
　その中で井上会頭は、美観地区の問題に触れ、一昨
年２月に当所と倉敷警察署、関係者が連携して露天商
問題を解決したことを紹介。そして「美観地区の地域
性等、特化した諸問題を地域で解決するためには、自
主自立した地域組織の構築が待たれるところ」と強調
し、近く設立予定の「倉敷美観地区商店会」（仮称）

への支援を求めました。
　この後、大島児島商工会議所会頭は産業観光とまち
づくりについて、守永玉島商工会議所会頭は新倉敷駅
周辺の再々開発検討と玉島学園都市構想などについて
述べました。
　最後に同市との連携協力等について意見交換し、今
後も開催できるよう和やかな懇談となりました。

①受験申込　⃝インターネット申込方式　（マイページを作成し、Webページで申し込み）
　　　　　　　https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci_retailsales　

　　　　　　⃝会場問い合わせ方式（試験会場を選択し、各試験会場へ直接申し込み）　
　　　　　　　https://links.kentei.ne.jp/organization

②試験当日　受験票（予約確認メール）と身分証明書を持参し、受験時刻の５分前までに入室。

③合否判定　試験終了と同時に自動採点し、合否を判定。合格者には後日、販売士認定証（合格証書）カードを郵送。

試験科目は全級共通で5科目（①小売業の類型②マーチャンダイジング③ストアオペレーション④マーケティング⑤販売・経営管理）
試験内容については「販売士」でWeb検索。問い合わせは、倉敷商工会議所産業振興課（☎ 086-424-2111）へ。

倉敷市と初めての懇談会を開催
市内５商工団体トップが一堂に

リテールマーケティング（販売士）　試験内容
級 試験時間 合格基準 受験料（税・手数料込） 程度・能力・人物像

１級 90分 各科目70点以上
（科目合格制度あり） 8,400円

経営に関する極めて高度な知識を身に着け、経
営管理について適切に判断でき、企業経営に戦
略的に関わる人材を目指す。

２級 70分 平均70点以上で、1科目ごとの得点
が50点以上（科目免除制度あり） 6,320円

高度な専門知識を身に着け、流通・小売業にお
ける販売促進や、店舗・売場を包括的にマネジ
メントできる人材を目指す。

３級 60分 平均70点以上で、1科目ごとの得点
が50点以上（科目免除制度あり） 4,750円

マーケティングの基本的な考え方、流通・小売
業の基礎知識・技能を身に着けた、接客や売り
場づくりで活躍する人材を目指す。

和やかに連携協力について意見交換（第４・第５会議室）



ビジネス総合保険　５年連続で２ケタ増
～コロナの損失や対策費用の補償が魅力～
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新型「ｅｋクロスＥＶ」の購入決定

フル充電で航続距離は180km
　カーボンニュートラルに貢献しようと、倉敷商工会
議所は５月25日（水）、三菱自動車工業㈱水島製作所
で生産する新型の軽自動車タイプの電気自動車「ｅｋ
クロスＥＶ」＝写真＝２台の購入を決定しました。
　同日開催された第596回常議員会で議案が上程され、
全会一致で承認決定。購入額は約531万円（税込み）
ですが、補助金を活用し、負担額は約391万円（同）
の見込み。
　外観はSUV（スポーツタイプ多目的車）のような
デザインで、全長3395㎜、全幅1475㎜、全高1655㎜。
大容量の駆動用バッテリーを搭載しており、フル充電
からの航続距離は180kmと、日常利用に十分な距離を
確保しています。
　一般的に走行コストは、ガソリン車に比べ３分の１
程度になると言われています。
　バッテリーは、普通充電（200Ｖ）により約８時間
でフル充電、急速充電を使うと約40分で80％充電でき

ます。
　 当 所 は、
国 の 補 助
金（1台55
万円）と倉
敷市の補助
金（同15万
円）の活用
を見込んで
います。今
後、整備に着手する新商工会館の駐車場内に充電器を
設置し、夏ごろに納車の予定。
　三菱自動車工業㈱と日産自動車㈱は５月20日（金）、
三菱自動車工業水島製作所で共同開発した新型軽EV
を公開しました。両社のモデルで、年間５万台前後の
生産が見込まれており、地域経済への波及効果が期待
されます。

　日本商工会議所と損害保険会社が提携する「ビジネ
ス総合保険制度」で、倉敷商工会議所会員事業所の加
入件数が、５年連続の２ケタ増を達成しました。同保
険の増加は全国的な傾向で、新型コロナウイルス感染
症による休業損失や感染症対策費用の補償が、事業者
にとって大きな魅力になっています。
　当所会員事業所の令和３年度加入者は331件で、前
年度より55件増加、伸び率は鈍化しましたが、19.9％
のアップとなりました。初年度の平成28年度は58件
で、５年間で5.7倍となりました。
　他の保険制度で、前年度実績を上回っているのは業
務災害補償プランだけ。令和３年度加入者は477件で、
前年度比3.6％増でした。
　ビジネス総合保険は、全国的に加入者が伸びていま
す。平成28年度20,127件、同29年度30,690件、同30年
度39,613件、令和元年度54,585件、同２年度70,911件、
同３年度78,900件。５年間で3.9倍になりました。
　同保険は、既存の各保険加入者の要望を受けて誕生
し、①生産物・完成作業事故、リコール、情報漏えい、
サイバー、事業活動遂行などに伴う賠償責任②火災、

水災、落雷、新型コロナ、食中毒などに伴う事業休業
③建設工事、組立工事、土木工事④建物、屋外設備装
置、設備・什器、商品・製品等――の補償を総合的に
カバー。
　一本化して加入することで、さまざまなリスクに対
する補償のモレ、ダブりを解消できます。
　また、全国商工会議所のスケールメリットによって、
会員事業所は、引受損害保険や補償内容によって、最
大33％の保険料割引が受けられます。
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岡山県内の地場企業を対象に企業活動の現状と見通しについて四半期毎(３月・6月・9月・12月)に平成1０
年12月から調査し、地域経済状況を的確に把握することを目的として皆様に特徴的な動きをご報告します。

岡山県の景気観測調査

※�DIは各調査項目について判断の状況を示す。ゼロを基準として、プラスの値は景気の上向き傾向（「良い」）の回答割合が多
いことを示し、マイナスの値は景気の下向き傾向（「悪い」）の回答割合が多いことを示す。
 DI＝（増加・好転など「良い」の回答割合）－（減少・悪化など「悪い」の回答割合）

経済活動の制限と仕入価格の上昇により、景況ＤＩは2期ぶりに悪化
 景況全体では、ＤＩ値は▲27.7となり、前期（令和4年10～12月期）に比べ8.7ポイントマイナス幅が拡大し、2期ぶり
の悪化という結果となった。岡山県にまん延防止等重点措置が適用されていた時期と重なり経済活動が制限されていた
ことに加え、仕入価格の上昇が調査開始以来最悪を記録するなど幅広い産業に影響を与えたことによるものと考えられ
る。今後、新型コロナの感染状況が予断を許さないことや、行き過ぎた円安、長期化するウクライナ情勢によるビジネス
への影響が拡大していくと考えられることから、地域経済の先行きを強く懸念している。�

景気観測調査の詳細結果については、当所ホームページ(http://www.kura-cci.or.jp/manage/manage_
research/)から「岡山県商工会議所連合会」掲載の概要報告をご覧ください。

■調査方法／FAX・WEBアンケート（DI方式） ■調査対象／576社（県下商工会議所会員） ■調査時期／３月中旬 ■回答企業／527社（回収率91.5％）
１～３月分 景気観測調査
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１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲２７．７と１０～１２月期に比べ８．７ポイントマイナス幅が拡大し

た。 
・全業種でマイナス幅が拡大した。 
令和４年４～６月の見通し総合ＤＩは▲２１．０（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲１８．９）

となり、マイナス幅が拡大する見通し。 
 

 
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
 

 
 

 
 

景況 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 44..11--33 今今期期－－前前期期

総総　　合合            　　552277 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲ 21.8 ▲ 22.9 ▲ 19.0 ▲▲  2277..77 ▲▲  88..77

製造業      　　171 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 13.1 ▲ 14.0 ▲▲  2266..77 ▲▲  1122..77

建設業           91 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲ 25.3 ▲ 15.7 ▲ 16.1 ▲▲  1166..77 ▲▲  00..66

卸売業           67 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲ 23.5 ▲ 21.4 ▲ 14.5 ▲▲  2222..44 ▲▲  77..99

小売業       　  80 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲ 38.5 ▲ 46.8 ▲ 37.0 ▲▲  4466..22 ▲▲  99..22

サービス業     115 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲ 22.7 ▲ 27.8 ▲ 12.3 ▲▲  3300..11 ▲▲  1177..88

先行き見通し 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 4.1-3 44..44--66 今期ー前期

総総　　合合                  552277 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲ 21.5 ▲ 20.1 ▲ 23.4 ▲ 18.9 ▲▲  2211..00 ▲▲  22..11
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　お客様に寄り添いオープン23年目を迎える、魚と
肉料理が自慢の洋風レストランです。
　洋食づくりに40年携わり、「お客様に少しでも美
味しいもの」を信条に日々努めています。食材は旬
のものを中心に扱い、料理は最高の状態、タイミン
グでの提供を心掛けています。
　ランチは日替わりの１メニュー（1,210円～）で、
ディナーは毎月内容が変わる２コースをご用意して

います。予算に応じたディナーメニューの変更にも、
柔軟に対応しています。ディナーは完全予約制のた
め、前日までにご連絡ください。
　出張料理アドバイスも受け付け中です。料理のこ
とであれば何でもお尋ねください。
　感染予防対策やアレルギーには特に注力していま
すので、安心してご来店ください。
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Vol.214ナイススマイル

Nice Smile

　創業18年目、玉島港柏島係留所を拠点に遊漁船を
通し、多くの方々に魚釣りの面白さを伝えています。
　創業前、１年の３分の１は魚釣りをしていました。
当船は初心者大歓迎、手ぶらＯＫ。釣り竿もレンタ
ルします。魚釣りのコツも、丁寧に教えています。
　子どもから大人まで楽しめるように、定期的にイ
ベントも開催しています。４月末日から２日間にわ
たって実施した赤メバルトーナメントでは、多くの

参加者が鍛えた腕を存分に振るいました。
　生餌には貴重で全国でも珍しいイカナゴを使用し
ています。魚の食いつきも良く、他では味わえない
手ごたえがあり好評です。乗船希望の際はお早めに
お電話ください。
　船釣りのことならお任せを。釣船富丸をどうぞ宜
しくお願いいたします。

釣船富丸
〒712-8051
倉敷市中畝9-15-7

TEL 090-3749-2361
営業時間　6：00～13：00

定　休　日　不定休

自社HP http://tur ibuneya.
com/

洋食工房
パパの台所
〒710-0811
倉敷市川入751-23

TEL 086-426-6885
営業時間　11：30～14：30
　　　　　18：00～22：00

定　休　日　水曜日

自社HP http://papanodaidokoro.
com
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←至玉島
JR倉敷駅

山陽本線

美術館●
中央図書館●
自然史博物館

大原
美術館

市民会館

美観地区

●

●

●

倉敷物語館

至岡山→
429

倉
敷
川

入 館 料：無料　
開館時間：４月～11月：9:00～21:00
　　　　　12月～ ３月：9:00～19:00
休 館 日：12月29日～翌年1月3日

会 議 室：１部屋�450円／１時間
和　　　室：５部屋…390円／１時間
多目的ホール：１部屋…450円／１時間
＊営業目的の場合は上記の倍額

【倉敷まちづくり㈱ホームページ】http://kmc.jp.net/
◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710−0055 倉敷市阿知2丁目23番18号　TEL（086）435−1277

倉敷まちづくり株式会社

倉敷市倉敷物語館

 特別企画展
「渋沢栄一と三島中洲」開催中
会期：２０２２年５月２日～２０２３年５月７日

年末年始（ ～ ）休館

会場：倉敷市倉敷物語館 備中漢学資料室内
入場：無料 

 
この度、倉敷市倉敷物語館備中漢学資料室（土蔵展示室）に

て、２０２２年度の特別企画展「渋沢栄一と三島中洲」を開催して

います。 

倉敷市出身で二松学舎の創立者である三島中洲と日本屈指の

実業家で近代資本主義の父と称される渋沢栄一との交流の軌跡

を貴重な書簡、お手紙等の資料を中心にご紹介いたします。 

※都合により、臨時休館・受付時間の変更・貸出中止となる場合があります。予めご了承ください。

愛のステーション一覧表
№ ステーション名 連絡先（住所／TEL） 受付時間・休日

1 ＪＲ倉敷駅 事務所 倉敷市阿知1丁目1-1
JR西日本お客様センター☎0570-002-486 9：00〜18：00

2 倉敷駅前観光案内所 倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ西ビル２階
☎086-424-1220

9：00〜17：00
年末3日休

3 ㈱天満屋 倉敷店１階 インフォメーション
倉敷市阿知1丁目7-1
☎086-426-2111㈹︎ 10：00〜18：00

4 くらしきTMO事務所 倉敷市阿知2丁目13-22-1
☎090-4100-0143

9：00〜17：00
土日祝日休、ほか臨時休業あり

5 倉敷市倉敷物語館 倉敷市阿知２丁目23-18
☎086-435-1277

9：00〜18：00
12月29日〜１月3日休

6 ㈱橘香堂 美観地区店 倉敷市阿知２丁目22-13
☎086-424-5725

9：00〜18：00
元旦休

7 ㈱倉敷国際ホテルホテル駐車場
倉敷市中央１丁目1-44
☎086-422-5141㈹︎ 8：00〜21：00

8（公財）大原美術館 倉敷市中央１丁目1-15
☎086-422-0005㈹︎

9：00〜17：00
休館日　月曜日、年末
（祝祭日の場合、７月下旬〜８月、10月は無休）

9 倉敷市観光休憩所（公社）倉敷観光コンベンションビューロー
倉敷市中央２丁目6-1
☎086-425-6039

9：00〜16：30
年末3日休、臨時休館あり

10 ㈱倉敷アイビースクエアフロント
倉敷市本町7-2
☎086-422-0011

8：00〜21：00
１月末休館日5日間あり

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯ　〒710-8585 倉敷市白楽町２４９－５
電話　０８６－４２４－２１１１　ＦＡＸ　０８６－４２６－６９１１

平成23年度からスタートしたくら
しきシティ車椅子は、倉敷駅前や
美観地区での観光、お買い物、散
策の際に無料で貸し出しています。
倉敷市社会福祉協議会からの貸
与分も含め、中心市街地にある観
光施設やホテルなど10カ所に21台
の車椅子を配置しており、令和３
年度は高齢者や障がい者の方々に
109件の利用があり、前年度から８
件増えました。
11月の利用が29件と最も多く、
次いで10月は21件、12月は19件で
した。
ゴールデンウイークを含む４月は
11件、５月は１件とコロナ禍の影
響があり、３月は０件でした。

くらしきシティ車椅子をご利用ください

お問い合わせ先
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お客様企業の安定・成長が私達の喜びです
わかりやすい月次決算書作成とご説明をいたします

＜業務内容＞
法人税、所得税、相続税、贈与税他
月次決算書作成、利益（経営）計画書作成、
決算事前検討会開催、
経理改善ご提案、記帳アドバイス等

〒710-0803　
倉敷市中島2370番地14
　　　（中島口交差点北）
ＴＥＬ　086-466-1255
ＦＡＸ　086-466-1288
http://www.cms-miyake.info

（広告）

代表社員税理士
社 員 税 理 士
社 員 税 理 士
公認会計士・税理士

三 宅 孝 治
鳥 　 越 　 俊 　 佑
平 　 松 　 和 　 美
生 田 雄 一

　

岡山県共同募金会の赤い羽根共同募金
「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」に
参加しています。 （以上、中国税理士会 倉敷支部会員、日本公認会計士協会 中国会所属）

未納の場合は選挙権が失効
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7月　倉敷商工会議所カレンダー
　倉敷商工会議所問い合せ先qqq　TEL 424-2111  FAX 426-6911　http://www.kura-cci.or.jp

金 融 相 談（随時・要予約）倉敷
組 合 相 談（随時・要予約）倉敷
Ｉ Ｔ 相 談（随時・要予約）倉敷

環境経営相談（随時・要予約）倉敷
知的財産相談（10：00〜12：00）倉敷
法 律 相 談（14：00〜16：00）倉敷

法 律 相 談（14：30〜16：00）水島
働き方改革推進支援センター個別相談
　　　　　　（随時・要予約）倉敷

1 金 法律相談（倉敷）
事業継続力強化計画策定セミナー
第52回カラーコーディネーター、第51回ビジネス実務法務（2・3級）、
第15回ビジネスマネージャー検定試験試験期間（〜7/19）

2 土

3 日

4 月
5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日
11 月

12 火

13 水

14 木 知的財産相談
15 金

16 土

17 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
18 月

19 火

20 水

21 木 インボイス制度対策セミナー
22 金 第48回福祉住環境コーディネーター（2・3級）、第48回環境社会（eco）、

第43回ＢＡＴＩＣ（国際会計）検定試験試験期間（〜8/8）
23 土 議員選挙選任選挙人名簿の調製
24 日 第40代倉敷小町最終審査
25 月

26 火

27 水 法律相談（水島）
第37回正副会頭・専務理事会議
第598回常議員会

28 木

29 金

30 土

31 日

無料相談は、電話による予約制です。（相談時間は一人30分）中小企業相談所【電話476−1005】まで予約ください。

会費会費はは８月17日８月17日までにまでに
令和４年度議員選挙選任

倉敷商工会議所議員の任期満了（10月末）に伴う議員
選挙選任に向け、令和４年度会費の納入が始まりまし
た。口座振替の会員事業所は６月17日（金）に１年分の
会費が振替納付されましたが、振り込みや当所事務局へ
の持参の場合、８月17日（水）までに支払わないと、選
挙選任に関する権利を失います。
当所の議員は、選出方法で１号議員（50名）、２号議
員（35名）、３号議員（15名）に区分されます。１号議
員は選挙、２号議員は各部会、３号議員は会頭が候補者
を選定し常議員会の同意を得て選任されます。
選挙権、被選挙権を持てるのは会員と特定商工業者
で、令和４年度の会費完納、当所管轄区域内に事業所が
あることなどが条件。会費の一部支払いの場合、納入額

に応じた選挙権が付与されます。納付書等は６月１日
（水）に発送済みで、７月上旬から未納の事業所に職員
が集金に訪問する予定です。
８月17日（水）に選挙人名簿が確定し、この時点の会
費納入の事業者名と票数に基づいて、選挙が執行されま
す。増口を希望する会員事業所は、同日までに増口分の
会費納入が必要です。
３号議員選任は９月７日（水）、２号議員選任は同16
日（金）〜22日（木）。１号議員選挙は、同23日（金・
祝）〜10月３日（月）に立候補を受け付け、定数を超え
た場合、同６日（木）までの辞退届期間を経て、同11日
（火）に代理投票、同13日（木）に投開票が行われます。
　１号議員選挙は従来、会費50口以上を保有していなけ
れば、立候補できませんでしたが、６月22日（水）の第
186回通常議員総会で、この制限をなくしました。ただ、
改選直後の議員総会で、議員は50口以上、常議員は60口
以上とすることを毎回決定しており、この運用は従来通
りとする予定です。
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

　倉敷三斎市が開催されました
　倉敷三斉市が
開催されました。
毎月第３日曜日に
開催していました
が、新型コロナの
影響で今年度4月
からようやく再開
となりました。
　開催の合図の
大役は佐藤会長
がいたしました。
沢山の出店がな
ら び、 観 光 客 や
家族連れがいらっしゃいました。コロナ禍前にあった
ステージイベントなどは、これからの復活が期待され
ています。
　今後、コロナの様子を見ながらですが、定期的に開

催するようになります。
　これからも楽しみながら倉敷市の賑わいのために頑
張ります！

　倉敷商工会議所青年部では新規会員を募集して
おります
　倉敷商工会議所青年部では半期ごと（４月と10月）
に入会者を受け入れており、青年部規則で定める入会
資格（年齢満50歳未満 等）を満たした方が入会できます。
　約180名の会員で構成されており、共に活動をしなが
ら交流を深めています。
　入会をご希望の方は、倉敷商工会議所青年部会員のお
知り合いの方または事務局までお問い合わせください。

　第31回通常総会が５月23日（月）、倉敷アイビースク
エアで開催されました。会員36名が出席し、井上峰一
会頭を来賓に迎え、役員改選で新会長に竹内照副会長
の昇格を決めました。
　君が代・女性会の歌黙唱、木村かや子副会長による
活動指針読み上げ、丸山洋子会長と井上会頭の挨拶に
続き、議事に入りました。

　令和３年
度事業報告
並びに同収
支決算、令
和４年度事
業 計 画 並
びに同収支
予算（案）、
規則の改訂、役員改選を原案通り承認決定。役員改選
では、役員会の推薦を受けた竹内照氏（竹内商事㈱）
を新会長に選任。竹内会長が新役員を発表し、新体制
がスタートしました。

顧　　問 吉本やよい ㈱橘香堂
〃 大森ひとみ ㈱大森工務店

会　　長 竹内　　照 竹内商事㈱
直前会長 丸山　洋子 ㈲丸真工業所
副　会　長 木村かや子 ㈱ビジネスイン倉敷

〃 加治　陽子 サンクレスト㈲
〃 今城はるみ ㈱優食

理　　事 大橋　千鶴 三和住宅㈱
〃 見島　一子 ギャラリーだるま堂
〃     森下　珠子 ㈱創宅

理　　事 藤原八重子 ㈱藤原車輌
〃 中田ひとみ 中田屋㈱
〃 齊藤　惠子 ㈲トクイチ物産
〃 桐野　則子 瀬戸内エンジニアリング㈱
〃 佐藤　恵子 ㈱モダン・プロ
〃 岡田　麻紀 ㈱フューチャーコミュニケーション
〃  内田　路子 ダイアナレガーロ

監　　事 藤波　俊子 ㈱リンケージ藤波
〃 伊丹　美樹 山陽塗装㈱

議事進行の様子

Kurashiki CCI Business Women's Club

第31回通常総会
－新会長に竹内氏－

倉敷商工会議所青年部事務局（倉敷商工会議所内）
TEL（086）424－2111（代表）

新役員一覧

新

新
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会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第 3 期募集期間　令和4 年１月１日～令和4 年 9月30日まで　

100万円以上は奉名板に

お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

エヌ企画春倶楽部 イベント広告業、
カラオケ喫茶 広江１－２７２３－５

素隠居 居酒屋 阿知１－１５－１０　２Ｆ

髙橋電工 電気工事 西阿知町９８５－１
三ツ輪コーポＣ－３

㈱キタミ 建設業、清掃 加須山１０４－４
㈲ユニオン ホテル業 水島北瑞穂町１０－８
山縣建築 建築、大工 日ノ出町２－３－１３
バレエスタジオミモザ バレエスタジオ 日ノ出町1－10－4 2階
ケーアイテック㈱ 製缶、配管、溶接 連島2－2－17－3
SEESAW 服・小物販売、小売 連島町鶴新田758－7

赤疾駆エンタテインメント サービス業（企画、制
作、総合企画サポート）

中島1207－1
ダックハウスA棟105号室

ポーラディエランショップ エステ、化粧品販売 老松町3－9－25－201

㈱ＦｒｅｅＭＩＮＤ 小型船舶、自動車
の販売、整備 水江29

彩美工務店㈱ 建設業 新田2415－1 1008
Jimba's アパレル 中央2－10－１8

㈱ＭＤＫ 生活雑貨・衣料品等
インターネット販売 亀山1039－9

葵工業 建設業（防水工） 上富井628－176
Ｊ-ＴＥＣ 構内での機械の新設・保全 連島町連島2831－88
西本　紘章 大工工事 新田2386－10
アトリエ１/Ｆ 工芸教室 加須山296－4
居酒屋えん 居酒屋 水島西常盤町12－15
ＰＯＬＡ 化粧品販売 新田2938
田中電気工事 電気工事 西中新田214－7
ｍａｄｅｍｏｉｓｅｌｌ 美容業（まつ毛エクステ） 福田町古新田695－6
津加佐ビル（吉田 登紀子） 不動産賃貸業 阿知2－1－17
リプロジェクト リサイクル品の販売 西富井683－1２

アイアジャパン（同） 高圧ガスの処理・販売、輸出入
部材・消耗材及び機械等の販売 大内295－4

Ｈａｉｒ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｆ 理容業 帯高10－8
きらきらキッズ硬筆 硬筆教室 西阿知町新田579－59
㈲セナ 不動産業 笹沖482
砂場治療院 はり、きゅう 中央2－1－19
㈱クゥティー 美容院 安江530－1

ホクセイ電気 家電販売、修理、
電気工事 加須山918－1

訪問理美容センター坂本 散髪 笹沖1146－10
スナックゆめ 飲食業（スナック） 南町7－26
㈱Ｓｅｎ Ｒｅｎ 電気通信工事業 笹沖1226－6

事業所名 業　　　　種 所　在　地
㈱フィールド 卸小売業 笹沖１３６５
美容室Ｐｕｒｅ 美容業 大内１１８６－２

神谷　浩子 フィットネスインストラ
クター、ネイル 老松町２－１２－１１－３０２

リュカ　サロン 化粧品販売、エステ
（フェイシャル）

福田町古新田９９９－２５
パークハウス三宅１０３号室

㈱大創美建 総合ビル管理業、
中古車販売業 片島町３４１－５

リバーストーンプランニング 建設業（型枠工事） 宮前５２０－１－２

㈱ＣＯＮＮＥＣＴ 経営コンサルティンク、゙テ ザ イ゙ン制作コンサルテ
ィンク、゙人事・労務・福利厚生コンサルティンクﾞ 南町３－２－４０２

佐々木電工 建設、電気工事 広江６－１０－３９
サザンパル１０３

中国料飲㈲ 飲食業（居酒屋）、
不動産賃貸

笹沖４８０－３
笹沖ビル１Ｆ

川上電業 電気工事業 新田２５２０－１０
みやけ造園 造園業 中帯江３１８－２

CPサロン テティス フェイシャルエステ、
化粧品販売 片島町３３０－１

田中習字教室 習字教室 沖２０６－９
美容室　玄 美容室 中島６９８－３

原田電工 電気工事 大内９８７－１
パミドールB棟２

Ｒｕｍｏｒ 美容業 日吉町４４２－１１
ファインヴィラ１０５

㈱アールイープロジェクト 不動産仲介業 平田６８１－４
㈱ＧＯＬＤ 飲食業（キャバクラ） 水島東常盤町１１－１２
めぐみ印房 印かん製造 連島５－１－４８
三宅製版印刷 小ロットオフセット印刷 水島東弥生町８－２２
台湾料理羅州 飲食業（台湾料理） 水島東常盤町１１－１４
㈱原田保温工業所 熱絶縁工事 中島１７３０－６
アシストクリエート ソフトウェア開発の請負 中島２１７４－１７
ＴＹＳ㈱ 機械組立 東富井８５７－１　１Ｆ
鈴木信カットハウス 理容業 中庄３２０６－６９
㈲マルキ 飲食（焼肉）、卸売（かご盛） 笹沖１１６１－４
居酒屋和楽 飲食業（居酒屋） 南町７－２６　１０３号
こがねちゃん弁当。倉商前店 弁当製造、販売 白楽町５３８－６
くらしき寿司勝 飲食業（すし店） 美和１－８－１

秋本　直哉 映像製作 中庄２３７９－３
レオパレスウイング近藤Ⅱ１０２

近重内装 内装業 南町１－４

㈱天翔 建設業（塗装） 連島３－２－１１
小野ビル２０４号

スナックＲｉｎ 飲食店（スナック） 阿知２－１９－２８
エトワール倉敷ビル４Ｆ

すみれ音楽教室 ピアノ・楽典指導 連島町亀島新田４６７－１
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⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷
店の開設準備室で赴
任以来倉敷に住んで
います。
⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目２番�
15号 鶴形ビル2Ｆ
山口行政書士社会�
保険労務士事務所
⃝電話
086-426-1117
⃝主な仕事
起業支援、遺言・相
続、障害年金（うつ）、
賃金計算、個別紛争

？ご存ですか？知
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健康保険の料率が４月納付分（３月分）から変わります

事業の種類 令和4年4月～9月 令和4年10月～

一 般 の 事 業
労働者 3/1000
事業主 6.5/1000
（うち二事業3.5/1000）
全 体 9.5/1000

労働者 5/1000
事業主 8.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全体 13.5/1000

農林水産業及び清酒製造業
労働者 4/1000
事業主 7.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全 体 11.5/1000

労働者 6/1000
事業主 9.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全体 15.5/1000

建 設
労働者 4/1000
事業主 8.5/1000
（うち二事業�4.5/1000）
全 体 12.5/1000

労働者 6/1000
事業主 10.5/1000
（うち二事業�4.5/1000）
全体 16.5/1000

令和４年度 令和３年度
健 康 保 険 料 率 10.25%（岡山） 10.18%（岡山）

介 護 保 険 料 率 1.64% 1.80%

介護保険料は40歳から64歳までです。

一般事業の場合、今までは労使で賃金の計0.9％を負担していましたが、
令和4年4月～9月は0.95％、10月～令和5年3月は1.35％になります！

注意！令和４年度は、健康保険料率と介護保険料率が１回、雇用保険料率が２回、
計３回の改定が行われます。

※労災保険料率は変更ありません。

令和４年度の雇用保険料率変更について料率に関しては
２段階の引き上げです。

給給与計算で、従業員さんに影響が出てくるのは１０月以降になります！

べ
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さぬきうどん
いわ屋
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岡山県立
古城池高校

水島
協同病院

ライフパーク
倉敷
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ユニクロ
倉敷北畝店
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2450-1083

　本場さぬきうどんを提供し、9年目を迎えます。
　サラリーマン時代に香川県で出合ったさぬきう
どんに感銘を受け、一念発起。退社後、うどん
の聖地で納得がいくまでうどんづくりに打ち込み
ました。
　化学調味料を使用せず、ダシは風味豊かない
りこをベースに仕上げています。食材は地元品に
こだわり、安心して美味しく召し上がれるうどん
の提供に努めています。
　メニューは約20品をご用意。人気の天ぷらうど
ん(エビ、トリ、チクワ)は注文を受けてから揚げ、
自慢のダシとの相性も抜群です。お好みでショウ
ガのトッピングもどうぞ。
　かま玉うどんは、生卵と天かす、醤油が主役で、
シンプルさと食べ応えの良さが特徴です。天か
すは熱で麺に馴染み、時間の経過とともに味、食
感が変化します。
　来年の開店10周年に向け、キャンペーンも企画
中です。
　精魂を込めてうどんづくりに励んでいます。自
慢のさぬきを是非お召し上がりください。

脱サラして聖地で勉強
地元の食材にこだわり

　本場のさぬきうどんを水島でいただけます。かま玉
うどんは美味しいのはもちろん、シンプルで食べやす
く、取材後、日をあけず再度食べに行きました。
　座席数も多くテーブル間隔も広いため、幼いお子さ
んのいるご家庭も安心して来店できます。　　(大田)

〒712-8032
倉敷市北畝5-22-11
営業時間/10：30～15：00
定 休 日/火曜日・第2・第4水曜日

（麺が無くなり次第終了の場合あり）
HP/ なし

天ぷらうどん（690円）天ぷらうどん（690円）

かま玉うどん（490円）かま玉うどん（490円）

岩田 裕次店長岩田 裕次店長
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新商品・新店舗・新拠点・新サービス・
新メニュー・会員事業所限定PRコーナー！

⃝掲載希望の方は本文200字、写真１枚、
　事業所情報を kcci@sqr.or.jp へ送信。
⃝掲載可否、内容はご一任願います。
　お問い合わせは ☎４２４－２１１１へ。

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

脱炭素へ
風力発電事業進出

空き家管理
サービス開始

経営理念である"チャレンジ精神"の
もと、新たに発電事業へ参入し、今年
度ついに中型風力発電機一号機を建
設する事になりました。

プラント設備製造で積み重ねたノウ
ハウを生かし、今後は中型風力発電
機のタワー部分を自社生産する事で、
中型風力発電メーカーとして日本初の
新ビジネスモデルを確立。世界的に機
運が高まるカーボンニュートラルの達
成を目標に、
地 域と環 境
に貢 献 でき
る企 業 を目
指 し、 環 境
ソリューショ
ン 企 業 とし
ての 新 た な
一 歩を 歩ん
でいきます。

空き家管理サービスを開始しまし
た。庭木が伸びて隣地に越境してい
ないか？窓や出入口は破損していない
か？不法投棄されていないか？など、
空き家に異常がないか 1回2,800円で確
認し、写真と報告書を提出します。

オプションプランとして、庭木の剪
定、伐採、消毒、庭の除草、清掃、水
やり、大工作業、蜂の巣駆除などをご
用意してい
ます。ご不
明な点がご
ざいました
ら、お気軽
にお問い合
わせくださ
い。ご注文
お待ちして
おります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

・不法投棄されていないか？ 

・窓や出入口は破損していないか？ 

・庭木が伸びて隣地に越境していないか？ 

 

基基本本ププラランン  １１回回２２,,８８００００円円（（税税込込））  

 

基基本本ププラランン  

・建物外観、敷地内、敷地外周の目視点検 ・施錠確認（１階） 

・郵便受け内の不要なチラシ等の処分 ・報告書と写真の提出 

オオププシショョンンププラランン（（別別途途おお見見積積りり））  

・庭木の剪定、伐採、消毒・庭の除草、清掃、水やり・大工作業・蜂の巣駆除等 

※作業実施時期はお問い合わせください。 

  

公公益益社社団団法法人人倉倉敷敷市市シシルルババーー人人材材セセンンタターー  

倉倉敷敷市市笹笹沖沖９９－－１１  TTEELL．．００８８６６－－４４２２６６－－３３３３１１８８  

こんな心配ごとは 

ありませんか？ 

新しいベビーマットが登場

県内唯一の桃のカレー提供

創業17年、倉敷発祥のオリジナル
寝具店です。

このたび新たなベビーマットが登
場いたしました。ご出産祝いに全国
の皆様にご愛顧頂いている弊社のベ
ビーマットに、より長くご愛用いただ

けるサイズを追加。カラーは４種類
で、全13種類の中からお気に入りの
１枚をお選びいただけます。
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の方のひざ掛けとしてもご利用いた
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岡山県産桃ピューレを使用し、素材
本来の旨味を凝縮。他にはない絶品

のカレーに仕上げています。
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住 倉敷市玉島乙島8259-16
電 086-523-6550
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  http://www.sanko-pt.co.jp

山鋼プランテック株式会社

住 倉敷市神田2-10-32
電 086-446-1175
営 10：00～15：00（平日）
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住 倉敷市白楽町249-5
　　倉敷商工会館１F
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 https://tabelog.com/okayama/A3302/A330201/33018487/

住 倉敷市笹沖９-１
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https://webc.sjc.ne.jp/kurasiki/index

有限会社ノブリバー（寝具のRingo）

Barcos Cafe

公益社団法人倉敷市シルバー人材センター

⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷
店の開設準備室で赴
任以来倉敷に住んで
います。
⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目２番�
15号 鶴形ビル2Ｆ
山口行政書士社会�
保険労務士事務所
⃝電話
086-426-1117
⃝主な仕事
起業支援、遺言・相
続、障害年金（うつ）、
賃金計算、個別紛争

？ご存ですか？知
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健康保険の料率が４月納付分（３月分）から変わります

事業の種類 令和4年4月～9月 令和4年10月～

一 般 の 事 業
労働者 3/1000
事業主 6.5/1000
（うち二事業3.5/1000）
全 体 9.5/1000

労働者 5/1000
事業主 8.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全体 13.5/1000

農林水産業及び清酒製造業
労働者 4/1000
事業主 7.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全 体 11.5/1000

労働者 6/1000
事業主 9.5/1000
（うち二事業�3.5/1000）
全体 15.5/1000

建 設
労働者 4/1000
事業主 8.5/1000
（うち二事業�4.5/1000）
全 体 12.5/1000

労働者 6/1000
事業主 10.5/1000
（うち二事業�4.5/1000）
全体 16.5/1000

令和４年度 令和３年度
健 康 保 険 料 率 10.25%（岡山） 10.18%（岡山）

介 護 保 険 料 率 1.64% 1.80%

介護保険料は40歳から64歳までです。

一般事業の場合、今までは労使で賃金の計0.9％を負担していましたが、
令和4年4月～9月は0.95％、10月～令和5年3月は1.35％になります！

注意！令和４年度は、健康保険料率と介護保険料率が１回、雇用保険料率が２回、
計３回の改定が行われます。

※労災保険料率は変更ありません。

令和４年度の雇用保険料率変更について料率に関しては
２段階の引き上げです。

給給与計算で、従業員さんに影響が出てくるのは１０月以降になります！
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福田公園

ユニクロ
倉敷北畝店
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2450-1083

　本場さぬきうどんを提供し、9年目を迎えます。
　サラリーマン時代に香川県で出合ったさぬきう
どんに感銘を受け、一念発起。退社後、うどん
の聖地で納得がいくまでうどんづくりに打ち込み
ました。
　化学調味料を使用せず、ダシは風味豊かない
りこをベースに仕上げています。食材は地元品に
こだわり、安心して美味しく召し上がれるうどん
の提供に努めています。
　メニューは約20品をご用意。人気の天ぷらうど
ん(エビ、トリ、チクワ)は注文を受けてから揚げ、
自慢のダシとの相性も抜群です。お好みでショウ
ガのトッピングもどうぞ。
　かま玉うどんは、生卵と天かす、醤油が主役で、
シンプルさと食べ応えの良さが特徴です。天か
すは熱で麺に馴染み、時間の経過とともに味、食
感が変化します。
　来年の開店10周年に向け、キャンペーンも企画
中です。
　精魂を込めてうどんづくりに励んでいます。自
慢のさぬきを是非お召し上がりください。

脱サラして聖地で勉強
地元の食材にこだわり

　本場のさぬきうどんを水島でいただけます。かま玉
うどんは美味しいのはもちろん、シンプルで食べやす
く、取材後、日をあけず再度食べに行きました。
　座席数も多くテーブル間隔も広いため、幼いお子さ
んのいるご家庭も安心して来店できます。　　(大田)

〒712-8032
倉敷市北畝5-22-11
営業時間/10：30～15：00
定 休 日/火曜日・第2・第4水曜日

（麺が無くなり次第終了の場合あり）
HP/ なし

天ぷらうどん（690円）天ぷらうどん（690円）

かま玉うどん（490円）かま玉うどん（490円）

岩田 裕次店長岩田 裕次店長
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

7月1日㈮から7日㈭まで
「全国安全週間」を実施します！

基地局建設で倉敷が有力に
衛星間光通信で現地を確認

所得税等の予定納税額の納付について

⑴　令和４年分予定納税の納期限等について

⑵　予定納税の減額申請について
　廃業、休業、業績不振などの理由により、令和
４年６月30日の現況による令和４年分の「申告
納税見積額（年間所得や所得控除などを見積もっ
て計算した税額）」が税務署から通知されている
「予定納税基準額」よりも少なくなることが見込
まれる場合等は、予定納税の減額申請をすること
ができます。
　第１期分の予定納税の減額申請をされる場合に
は、令和４年７月15日（金）までに「予定納税
額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄
税務署に提出してください。市の歯周病検診の対象ではない方も

定期的に歯科検診を受けましょう！！

※振替納税をご利用されていない方は、税務署から送付
される納付書にて上記納期限までに金融機関等で納付
してください。

　振替納税をご利用の方は、上記振替日の前日までに預
貯金残高をご確認ください。

　　歯周病検診を受けましょう

　歯周病は成人の約７割がかかっていると言われています。
　歯周病は口の中だけの病気ではありません。糖尿病などのさま
　ざまな全身疾患につながることがわかっています。

１　受診券を確認する
　　対象の方は、料金欄に
　　料金表示があります

2　電話で予約する
　　実施医療機関は、
　　倉敷けんしんガイド（広報くらしき6月号と一緒に配布）に掲載
3　歯周病検診を受ける
　　当日は受診券が必要です

　受け方

実施期間:令和4年6月～令和5年1月末
対象年齢:40歳・50歳・60歳・70歳
（令和4年4月1日～令和5年3月31日までに上記の年齢に達する人）

料　　金:８００円（40歳・50歳・60歳）、３００円（70歳）

倉敷市保健所健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9866　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

　今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止す
るために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安
全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的
としています。
　労働災害は、長期的には減少していますが、近年は高齢
者の労働災害や、転倒や腰痛など、作業行動に起因する労
働災害が顕著に増加しています。これらの災害は、事業者
が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、労働
災害防止に向け労使一丸となって取り組むことが重要で
す。
　今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」
のスローガンの下、７月１日から７日まで全国安全週間を
実施します。
　厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、６月１日（水）
から30日（木）までを準備期間とし、安全広報資料等の作
成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習
会の開催など、さまざまな取組を実施します。
　各事業場においては、この機会に職場の総点検等を実施
するほか、継続的な安全衛生活動、労働災害防止の取り組
みをお願いします。

　人工衛星の通信事業に取り組む㈱ワープスペース

（茨城県つくば市）の常間地悟ＣＥＯらが５月18日

（水）、基地局建設地選定のため、倉敷商工会議所など

を訪れました。

　筑波大学発ベンチャーで、独自に中軌道の人工衛星

を打ち上げ衛星間光通信ネットワークサービスの実現

を目指しています。

　国内で最大６カ所の基地局建設を計画。日照率、晴

天率等から倉敷が候補地となっており、同日は２カ所

を現地確認しました。

　基地局は軽トラックほどの大きさで、①地盤がしっ

かりしている②見通しが良い③インターネットが接続

できる環境、という条件が必要です。令和６年10月の

衛星打ち上げまでの基地局整備を目指し、地域産業、

経済界、行政との連携を図ります。お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（詳細はこちら）➡️

対象の方に5月末頃に
送付しています

第１期分 第２期分
納期限
（振替日） ８月１日（月） 11月30日（水）



 Kurashiki 15Kurashiki 14 

倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

7月1日㈮から7日㈭まで
「全国安全週間」を実施します！
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が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、労働
災害防止に向け労使一丸となって取り組むことが重要で
す。
　今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」
のスローガンの下、７月１日から７日まで全国安全週間を
実施します。
　厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、６月１日（水）
から30日（木）までを準備期間とし、安全広報資料等の作
成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習
会の開催など、さまざまな取組を実施します。
　各事業場においては、この機会に職場の総点検等を実施
するほか、継続的な安全衛生活動、労働災害防止の取り組
みをお願いします。

　人工衛星の通信事業に取り組む㈱ワープスペース

（茨城県つくば市）の常間地悟ＣＥＯらが５月18日

（水）、基地局建設地選定のため、倉敷商工会議所など

を訪れました。

　筑波大学発ベンチャーで、独自に中軌道の人工衛星

を打ち上げ衛星間光通信ネットワークサービスの実現

を目指しています。

　国内で最大６カ所の基地局建設を計画。日照率、晴

天率等から倉敷が候補地となっており、同日は２カ所

を現地確認しました。

　基地局は軽トラックほどの大きさで、①地盤がしっ

かりしている②見通しが良い③インターネットが接続

できる環境、という条件が必要です。令和６年10月の

衛星打ち上げまでの基地局整備を目指し、地域産業、

経済界、行政との連携を図ります。お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（詳細はこちら）➡️

対象の方に5月末頃に
送付しています

第１期分 第２期分
納期限
（振替日） ８月１日（月） 11月30日（水）

ササベ印刷
GRAPHIC COMMUNICATION

〒710‒0806　倉敷市西阿知町西原1353-9
TEL（086）466‒1111㈹　FAX（086）466‒0456

株式
会社

会報広告・チラシ折込で１枠無料
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調査結果の詳細につきましては、
日本商工会議所ホームページでご覧いただけます。

https://www.cci-lobo.jcci.or.jp/

（令和４年５月調査結果）
業況DI は、活動回復で個人消費が持ち直し、改善
先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方

※DI（DIFFUSION INDEX:景況判断指数）=「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合業況DI
先行き
見通し

５月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６～８月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲25.0

▲18.9

▲15.0

▲23.9

▲31.6

▲35.5

▲15.8

▲16.3

▲9.3

▲11.6

▲30.0

▲12.5

▲18.2

▲21.5

▲6.9

▲18.1

▲26.7

▲20.4

▲33.9

▲22.9

▲21.1

▲38.2

▲43.8

▲43.2

▲32.7

▲23.6

▲25.0

▲33.3

▲40.9

▲39.0

▲25.7

▲27.0

▲17.0

▲28.3

▲39.5

▲21.1

▲20.4

▲31.3

▲15.4

▲20.2

▲31.8

▲9.3

▲23.6

▲27.7

▲22.2

▲25.3

▲35.1

▲12.7

2021年 2022年2021年

　３年ぶりの行動制限のないゴールデンウィークで人の流
れは回復に向かい、外食・宿泊関連のサービス業、百貨店・
土産品販売等の小売業で業況が改善した。また、個人消費
の回復により、卸売業も業況が改善した。一方で、資源・
資材価格の高騰・供給不足の長期化により、製造業は改善
するもその動きは鈍く、建設業では業況悪化が継続した。
資源・資材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに
見合う価格転嫁は行えていない。価格転嫁の遅れは引き続
き企業の収益回復の足かせとなっているものの、活動回復
による個人消費の持ち直しに下支えされ、中小企業の景況
感は改善の動きが見られた。

　需要喚起策や水際対策の緩和等でさらなる活動活発化に
期待感がうかがえるも、個人消費の停滞を不安視する声が
サービス業や小売業、卸売業を中心に多く聞かれた。また、
長期化するロシアのウクライナ侵攻や中国のゼロコロナ政策

による資材供給の乱れや、資源・資材価格の高止まりに企
業の価格転嫁は追いついておらず、業績悪化が懸念されて
おり、先行きは厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲20.4（前月比+5.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲23.6（今月比▲3.2ポイント）

業務日誌（5月度）
9日 令和４年度高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会第１回総会

青年部令和３年度 第１３回役員会

青年部第２回役員会

10日 （一社）岡山県商工会議所連合会５月運営委員会（ハイブリッド）

倉敷珠算振興会第１回検定競技部会

15日 高梁川流域「倉敷三斎市」

18日 奈良商工会議所新商工会館視察

19日 ５商工団体トップと市長との意見交換会

女性会会員親睦旅行

20日 青年部第１回通常総会・第２回例会

テナント駐車場利用方針説明会

21日 青年部日本商工会議所青年部中国ブロック商工会議所青年部連合会第１回委員会・定時総会・会長会議（ハイブリッド）

23日 第１回議員選挙管理委員会

女性会第31回通常総会

25日 第34回正副会頭専務理事会議

第596回常議員会

広島商工会議所新商工会館視察

26日 第20回新倉敷商工会館技術定例打合せ会

会報編集会議

27日 第２回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

青年部第３回常任理事会（オンライン）

　毎月25日発行の会報への広告掲載、折込チラシの利
用をすると、新倉敷商工会館１階に設置している大型
デジタルサイネージ（55インチ）１枠（15秒）が無料
で提供されます。放映期間は契約月の1日から月末ま
で。申込書と広告データの提出は前月20日まで。チラ
シの納品期限は前月末です。
お問い合わせは会報係（TEL.424–2111）まで。
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　何度も塗りこめられた厚い絵具層と太い輪郭線で描かれた道化師の横
顔。その顔は派手な衣装を身に着け、観衆を喜ばす道化師本来の表情か
らは程遠く、どこか悲しみに満ちているようです。
　ジョルジュ・ルオーは、幼い頃から親しんでいたサーカス、なかでも
特に愛着の強かった道化師を多く描きました。しかし、ルオーが道化師
に向けていたその眼差しは、舞台上で輝き人々を楽しませる姿よりも、
ひとたび舞台を降りた道化師の姿、つまり疲れや貧しさに苦しむ"人"と
しての本当の姿に向けられていました。
　「我々は皆、道化師なのです。」とルオーが語ったように、社会の中で
生きる人々は、道化師と同じくさまざまな"顔"を作り出すことで周囲と
接する一方、いつしかその"顔"で本当の自分を覆い隠してしまいます。
ルオーはそんな人々の奥底にある本質を道化師を通して、そして何より
人の"象徴"として描いたのでした。

ジョルジュ・ルオー（1871–1958）《道化師（横顔）》1925-1929年　68.5×50cm
油彩、紙（画布裏打ち）

　今月号では特集２件を担当しました。記事を書き始めたばかりで、原稿に余分な文
章を書くことが多く、取材を含め学ぶことがたくさんあると実感しました。１カ月間
の研修前で、期限に迫られた状況でのスケジュール管理に戸惑いもありました。しか
し、ここを乗り越え、会員事業所の皆様に頼ってもらえる存在になれるよう精進して
まいります。暑さ厳しい時期となりますが、夏バテや熱中症に気を付けつつ、仕事だ
けでなく趣味のサッカーやフットサルを楽しみたいです。　（岡本）

公益財団法人

大原美術館
学芸員（作品保存・管理）

塚本　貴之

　あれよあれよという間にもう６月。
早くも１年が半分過ぎてしまいました。
と、時間を意識しすぎると自分の中の
ペースを失ってしまうので、ここから
半年、マイペースでいきましょう。

知られざるOHARA Vol.21 

編 集 後 記

Editor,s Note

休　館　日：月曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9：00～17：00（最終入館16：30）
倉敷市中央1-1-15　電話 086-422-0005
https://www.ohara.or.jp/

　感染対策の為、入館人数を制限し、
マスクの着用、消毒、連絡先の記入をお
願いしております。
　また開館時間が変更になる可能性がござ
います。ホームページ等でご確認ください。

情熱、興奮はチームの象徴
中央に燃える炎表現

vol. 02

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　第２回目は、チームエンブレムに込めた想いにつ
いて、をお届けしたいと思います。
　倉敷アブレイズの「Ablaze」は情熱、興奮、燃え
るという意味の英語の形容詞であります。
　エンブレムの中央に配置されている狐の尻尾は燃え
る様な炎を表現しました。情熱・興奮はチームの象徴
であり、私たちはこれらを体現するために、「誰もの
心に燃やし続ける火を!!」を目指しています。また、
エンブレムの盾型はホームタウンの倉敷（瀬戸大橋）
をイメージし、市花である藤の花が咲いています。

ボールを抱えている狐のように、対戦相手によって
戦略を変えて（化けて）、勝利を手にすることを表現
しています。
　倉敷市をはじめとし、全国のファン、パートナー
のみなさんと共に生きるという強い意志を込めてい
ます。

狐のように戦略変えて勝利を
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